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●対象区間（2016年 6月 1日時点） 

種 別 対象区間 

CEP 

＜NEXCO＞ 

東名（東京 IC～小牧 IC） 

新東名（御殿場 JCT～豊田東 JCT、新清水 JCT～清水 JCT、浜松いなさ JCT～三ヶ日 JCT） 

名神（小牧 IC～京都南 IC） 

新名神（亀山 JCT～草津 JCT） 

中央道（高井戸 IC～河口湖 IC、大月 JCT～小牧 JCT） 

伊勢湾岸道（豊田東 JCT～四日市 JCT） 

北陸道（米原 JCT～朝日 IC） 

舞鶴若狭道（敦賀 JCT～小浜 IC） 

東海北陸道（一宮 JCT～小矢部砺波 JCT） 

長野道（岡谷 JCT～安曇野 IC） 

中部横断道（双葉 JCT～増穂 IC） 

東名阪道（名古屋西 JCT～伊勢関 IC） 

伊勢道（伊勢関 IC～伊勢 IC） 

紀勢道（勢和多気 JCT～紀伊長島 IC） 

名二環（名古屋西 JCT～名古屋 IC・名古屋南 JCT） 

圏央道（茅ヶ崎 JCT～八王子西 IC） 

東海環状道（豊田東 JCT～関広見 IC、養老 JCT～大垣西 IC） 

東富士五湖道路（富士吉田 IC～須走 IC） 

小田原厚木道路（厚木 IC～小田原西 IC） 

新湘南バイパス（藤沢 IC～茅ヶ崎海岸 IC） 

西湘バイパス（西湘二宮 IC～石橋 IC、早川 JCT～箱根口 IC） 

安房峠道路（平湯 IC～中ノ湯 IC） 

 

NEP 

＜名古屋高速道路公社＞ 

名古屋高速道路（高速都心環状線、高速 1号楠線、高速 2号東山線、高速 3号大高線、

高速 4号東海線、高速 5号万場線、高速 6号清須線、高速 11号小牧線、高速 16号 

一宮線）全線 

 

＜参考＞ 

AIP 

＜愛知県道路公社＞ 

南知多道路 

知多横断道路 

知多半島道路       全線 

中部国際空港連絡道路 

猿投グリーンロード 

名古屋瀬戸道路 

 

※衣浦トンネル、衣浦豊田道路は ETC によるご走行ができないため「AIP」によるご利

用はできません。 
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CEP・NEP・AIP取扱店舗一覧（2016年 6月 1日時点） 

 

●トヨタレンタリース 40店舗 

 

 

都県 店舗名 会社名 備考

中部国際空港店 ㈱トヨタレンタリース愛知

りんくう常滑駅前店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

名古屋新幹線口店 ㈱トヨタレンタリース愛知

名古屋駅西口店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

名古屋駅前店 ㈱トヨタレンタリース愛知

ＪＲセントラルタワーズ店 ㈱トヨタレンタリース愛知

名駅笹島店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

泥江（ひじえ）店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

金山駅前店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

テレビ塔店 ㈱トヨタレンタリース愛知

矢場町店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

丸の内駅北店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

丸の内駅前店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

太田川駅前 ㈱トヨタレンタリース名古屋 6月1日取扱開始

羽田空港店 ㈱トヨタレンタリース東京

羽田空港第１ビル受付カウンター店 ㈱トヨタレンタリース東京

羽田空港第２ビル受付カウンター店 ㈱トヨタレンタリース東京

八王子駅前店 ㈱トヨタレンタリース多摩

立川駅南口店 ㈱トヨタレンタリース多摩

高幡店 ㈱トヨタレンタリース多摩

国分寺駅前店 ㈱トヨタレンタリース多摩

京王堀之内駅前店 ㈱トヨタレンタリース多摩

新横浜駅前店 ㈱トヨタレンタリース神奈川

新横浜駅新幹線口店 ㈱トヨタレンタリース横浜

横浜駅中央西口店 ㈱トヨタレンタリース神奈川

横浜駅西口店 ㈱トヨタレンタリース横浜

みなとみらい駅前店 ㈱トヨタレンタリース神奈川

元町石川店 ㈱トヨタレンタリース横浜

関内店 ㈱トヨタレンタリース横浜

小田原駅新幹線口店 ㈱トヨタレンタリース神奈川

静岡県 富士山静岡空港受付カウンター店 ㈱トヨタレンタリース静岡

岐阜県 高山駅前店 ㈱トヨタレンタリース岐阜

富山駅前店 ㈱トヨタレンタリース富山

富山空港店 ㈱トヨタレンタリース富山

高岡店 ㈱トヨタレンタリース富山

黒部宇奈月温泉駅前店 ㈱トヨタレンタリース富山

金沢駅東口店 ㈱トヨタレンタリース石川

金沢駅西口店 ㈱トヨタレンタリース石川

小松空港店 ㈱トヨタレンタリース石川

福井県 福井駅東口店 ㈱トヨタレンタリース福井

石川県

神奈川県

富山県

愛知県

東京都



●タイムズカーレンタル 17 店舗 

 

●ニッポンレンタカー 11店舗 

 

●オリックスレンタカー 10 店舗 

 

都県 店舗名 会社名 備考

中部国際空港営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

名古屋駅前営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ名鉄㈱

名古屋伏見営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

名古屋今池営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

名古屋栄営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

新名古屋ミュージカル劇場営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

東京都 羽田営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ㈱東都ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ

富士山静岡空港営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

御殿場駅前営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

富山駅北口営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ名鉄㈱

富山空港営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ名鉄㈱

愛知県

静岡県

富山県

都県 店舗名 会社名 備考

中部国際空港店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

名古屋新幹線口店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

東京都 東京駅八重洲口店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

成田空港店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

成田空港第１ビルカウンター ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

成田空港第２ビルカウンター ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

富山駅北口店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

新高岡駅前店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

金沢駅兼六園口店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

小松空港東店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

愛知県

富山県

石川県

千葉県

都県 店舗名 会社名 備考

セントレア中部国際空港店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

名古屋新幹線口店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

名古屋駅前店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

上前津店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

名古屋伏見店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

羽田店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

羽田空港第１ターミナルカウンター店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

羽田空港第２ターミナルカウンター店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

八王子駅南口店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

タイムズステーション有楽町イトシア店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

シナガワ　グース店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

神奈川県 新横浜プリンス店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

三島駅南口店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

新富士駅前店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

静岡駅西店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

浜松駅南店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

岐阜県 岐阜駅前店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

東京都

静岡県

愛知県


